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西南学院高等学校同窓会 2019年度 活動報告 

１．概況 

本年度の総会は、平成 11年卒「土元会」が当番幹事を務め「THE ANCHOR

～新たなる時代の幕開け～」をテーマに開催され、今年も 1,200 名を超す同

窓生が一堂に会し大盛会となった。 

同窓会連合会との連携強化は継続され、三同窓会専務理事会も活発に行われ

た。同窓会連合会常任理事を中心とした懇親目的の納涼会も行った。 

基本活動の執行は継続され、各委員会は、従来の取り組みが更に充実し、新

しい発想が実現する推進力を感じる活動を行った。（別欄 5．参照） 

（一財）西南一粒の麦基金が運営する、無料英語教室「西南一粒の麦 English 

Academy」は 4期生を迎え、子どもたちが元気に学ぶ姿も定着し、地域への

浸透も進んだ。新たな講師を迎え、順調な運営がなされ、3月には 1、2期生

を初の修了生として送り出すことができた。また、里親家庭で暮らす子ども達

を応援する活動も継続した。イスラエル・パレスチナの問題に取り組む学生会

議への支援については、西南学院と学生会議の橋渡し役を務め、学院施設を使

用した福岡での開催へ向けての取り組みが進んだ。当該会議、学院とともに財

団も福岡市長を表敬訪問することができ、その活動を PRする場を得た。この

ような財団の活動は、新聞等のメディアでも取り上げられた。 

年度末には、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が徐々に大きくな

り、4月の評議員会の延期、関東、関西両支部総会延期、福岡の総会・懇親会

についての検討等、様々な影響への対策に迫られた。 

 

２．会務の細目 

【全  体】  
（１） 理事会 3回 
（２） 評議員会 5回 
（３） 定期総会（6月 22日開催） 1回 
（４） 支部総会（関東・関西） 2回 
 



  
【各委員会】  
（５） 執行部・委員長会 13回 
（６） 情報委員会 8回 
（７） 母校連携委員会 14回 
（８） 広報委員会 10回 
（９） 総会委員会 （うち 1回中止）13回 
（10） 総務会 4回 
（11） 選考委員会 1回 
  
【会務関係】  
（12） 同窓会報の発行  1回 
（13） 年次会奨励 280,000円 
（14） 生徒活動支援 300,000円 
（15） クラブ活動支援金 1,110,000円 
 （放送部、写真部、将棋同好会、陸上競技部、 

ヨット部、弓道部、ハンドボール部） 
 

（16） 広報活動（スポーツフェスタ、文化祭ブース） 226,048円 
（17） 入会歓迎（卒業記念品贈呈） 270,000円 
  
【学院、同窓会連合会関係】  
（18） 同窓会連合会常任理事会 （うち 1回中止）4回 
（19） 同窓会連合会支部連絡協議会 1回 
（20） 西南学院・同窓会連合会懇談会 （うち 1回中止）２回 
（21） 三同窓会専務理事会 9回 
（22） 第 87号同窓会報 会報委員会 4回 
（23） 同窓会名簿データリニューアルプロジェクト会議 2回 
  
  
  
  
  
  
  



３．役員（2019年 7月 1日～2020年 6月 30日） 

名 誉 会 長 中根 広秋（校長）※2020年 3月まで 
 早川  寛（校長）※2020年 4月から 

会 長 江副 裕紀（S54） 
副 会 長 大﨑 完治（S40）・ 柴田 宗樹（S44） 

 長澤 正信（S48）・ 平畑 雅博（S56） 
 立石 智昭（S57） 

専 務 理 事 川崎 俊雄（S55） 
常 務 理 事 吉田 忠司（S54）・ 津田 敏道（S58） 
理 事 40名 

支 部 長 
（理   事） 

（関東支部）髙橋 幸平（S59） 
（関西支部）鹿島 基史（H02） 

相 談 役 河津 善博（S47） 
顧 問 張  光陽（S53） 
監 事 山下 幸典（S57）・ 林田 浩明（S58） 
評 議 員 295名 

  

４．同窓会会員数 

2019年 3月 31日現在 30,799名 
2020年 3月 31日（新入会員） 451名 
2020年 4月 1日現在 31,250名 

  



５．重点活動の検証等 

【執行部】 
（１）同窓会連合会との連携強化 

同窓生名簿データシステムの改修について、中高大連携して新システム導入への会
議を設置し、データ更新の精度向上のための新システムを導入した。 

（２）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動の周知 

執行部・委員長会、理事会、評議員会において随時財団の活動状況を報告するとと
もに、同窓会ホームページ、同窓会会報においても活動を掲載し、同窓生への周知
を図った。 

（３）支部活動の充実・発展 

関東、関西両支部長と執行部の会議を開催し、現状の問題点や今後の方針について
の話し合いを行った。また、今後の支部運営が円滑に行えるよう、支部規約の制定
に取り組んだ。 

 
【情報委員会】 
（１）会員情報の管理体制の確立及び更新の迅速化 

同窓会事務局と連携し、更新情報の共有及び名簿更新の迅速化を実施。 
情報入手後 1ヶ月以内で、同窓会名簿へ反映。 
同窓会ホームページからの情報更新も継続実施。システム運用開始時からの登録変
更件数の累計は、住所変更 588 名、改姓 82 名。その他、本同窓会活動の検証のた
めに引き続き他校同窓会との交流を検討。 

 
【母校連携委員会】 
（１）母校教職員及び後援会との連携強化 

２月に母校教員８名、同窓会１０名で懇談会を開催。今まで接触したことのない教
員の方々から同窓会への意見や学校情報を聞くことができ、今後の活動のヒントを
得た。 

（２）クラブ活動を中心とした在校生情報の収集と管理 

文化部、運動部を問わず、全国大会への出場に対し、支援金を通じて大会での活躍
のバックアップを行った。 
練習試合等の情報を学校から得て、同窓会ホームページに掲載していくことを試み
たが、タイムリーな情報を得ることが困難で実現できなかった。 

 



 
【広報委員会】 
（１）同窓会への参加促進のための同窓会報、ホームページの更なる充実 

各委員会の活動及び同窓会情報等、ホームページに早く公開することができた。来
期も速やかに公開していく。 

（２）ホームページに掲載している「同窓会史」の充実 

提供された情報に基づき更新を行ったが、まだ充分ではない。土元会の掲載につい
ては、準備中。 

（３）同窓会及び同窓生の活動の報道機関等への情報発信 

報道機関等へ発信する情報はなかった。 

 
【総会委員会】 
（１）若い世代の同窓会活動への参加促進 

明確な実績は出せていないが、地道な努力が実を結びつつある。 

 

６．中期活動目標の検証 

【執行部】 
（１）若年同窓生の意識向上に向けた同窓会全体としての取り組み 

母校連携委員会と総会委員会が力を合わせ、卒業時の評議員へのレクチャー等の充実に
努めた。 

（２）同窓会連合会の一体感ある行事等の実現 

ゴルフコンペ及び納涼会等の開催定例化を提案し、実現しつつある。 

（３）同窓会事務の支援体制強化 

検討する財務と人材等の問題を打破できなかった。 

（４）同窓会活動を通じた地域との交流 

残念ながら未着手であるが、財団が行うイングリッシュアカデミーは地域へ浸透し
つつある。 

（５）同窓生顕彰制度の創設 

残念ながら、着手できなかった。 



 
【情報委員会】 
（１）会員情報（同窓会名簿）管理システムの更新、運営方法の確立 

個人情報保護強化の観点から、会員情報の管理方法について更に安全性を高める運
用を学院及び同窓会事務局と協議を継続しており、現在も改善に向けたプロジェク
トが鋭意進行中。 

 
【母校連携委員会】 
（１）同窓会による進路相談・進路講演会の実現 

教員との懇談会を通じ、生徒の進路や異文化体験等において、同窓会の人脈を活用
した貢献活動等の道筋が見えてきた。 

（２）学年バッジ（3色）の復活 

バッジの導入については、校則の変更を必要とするため、時間を取って学校へ提案
する機会を持てなかった。 

 
【広報委員会】 
（１）母校のブランド力を高められるホームページの構築 

母校及び同窓会の魅力を更に伝えられる情報収集に努め、ホームページに公開した。 

（２）総会当番学年の思いや活動をホームページに掲載する等、他の委員会 
と連携し、同窓会活動の情報発信を強化 

当番学年及び各委員会との連携をさらに密にし、情報発信した。 

 
【総会委員会】 
（１）更に魅力を感じる同窓会総会・懇親会の醸成 

同窓会総会・懇親会への来場につながる核となるものを模索中。 

 



一般会計
（収入の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 差異 備考

会費（2020年卒） 13,710,000 13,530,000 ▲ 180,000 2020年3月卒業数 451名

会費（他学年卒） 0 90,000 90,000

総会収入 13,360,000 12,818,000 ▲ 542,000 　

雑収入 0 87 87 預金利息

賛助会繰入 0 0 0

前期繰越金 11,811,533 11,811,533 0

合計 38,881,533 38,249,620 ▲ 631,913

（支出の部）

科目 予算額 決算額 差異 備考

会議費 750,000 807,190 57,190 理事会・評議員会・執行部会

委員会活動費 1,050,000 820,216 ▲ 229,784 選考委員会・執行部及び総務活動費含む

連合会・学院対応活動費 300,000 275,000 ▲ 25,000

支部活動費 500,000 500,000 0 関西支部・関東支部各25万円

年次会奨励金 300,000 280,000 ▲ 20,000 年次会等実施時の郵送代補助

分担金 1,000,000 1,000,000 0 事務局（90万円）・連合会（10万円）

通信費 250,000 233,338 ▲ 16,662 切手・往復ハガキ等

交通費 650,000 583,200 ▲ 66,800 支部総会出席交通費補助

印刷費 20,000 11,448 ▲ 8,552

消耗品費及び雑費 10,000 0 ▲ 10,000

手数料 15,000 12,594 ▲ 2,406 振込手数料

役員顕彰弔慰金 80,000 0 ▲ 80,000

同窓会総会関連経費 13,360,000 12,548,343 ▲ 811,657

新卒者チケット負担金 135,000 63,000 ▲ 72,000 新卒者チケット負担（関東・関西）

若年層発掘経費 100,000 45,780 ▲ 54,220 　

生徒活動支援金 300,000 300,000 0

クラブ活動支援金 1,000,000 1,110,000 110,000

入会歓迎費 400,000 270,000 ▲ 130,000 2020年3月卒業生記念品

広報費 300,000 226,048 ▲ 73,952 高校文化祭・スポーツフェスタ

会報費 2,000,000 1,800,000 ▲ 200,000

ＩＴ関連経費 300,000 300,000 0 同窓会ホームページ関連経費

財団へ寄付 2,000,000 2,000,000 0 　

連合会分担金 1,000,000 195,360 ▲ 804,640 名簿システム・三同窓会分担金等

予備費 300,000 54,400 ▲ 245,600

支出合計 26,120,000 23,435,917 ▲ 2,684,083

次期繰越金 12,761,533 14,813,703 2,052,170

合計 38,881,533 38,249,620 ▲ 631,913

2019年度　収支決算書（2019年4月1日～2020年3月31日）



　
　 （単位：円）

金額

93,780

4,000,860

1,457,702

14,813,703

20,366,045

※ １．預金の内訳

福岡銀行 普通預金 139,342円 一般会計

西日本シティ銀行 普通預金 18,169,001円 一般会計 　

西日本シティ銀行 普通預金 1,457,702円 賛助会

計 19,766,045円

※ ２．仮払金の内訳

600,000円

計 600,000円

※ ３．未払金の内訳

会議費（執行部会） 16,000円 　

委員会活動費（8回開催分） 59,000円

若年層発掘経費 18,780円

計 93,780円

貸借対照表（2020年3月31日現在）

資産の部 負債及び基本金の部

科目 金額 科目

預金 19,766,045 未払金

仮払金 600,000 積立金

合計 20,366,045 合計

2020年度　定期総会準備金

賛助会

当期剰余金





西南学院高等学校同窓会 2020年度 活動計画 

１．基本方針 

会員の同窓会への意識向上を図り、会の円滑な運営と大学・中学同窓会との 
連携強化を目指し、学院及び母校の発展へ寄与する。 
 

２．基本活動 

（１）組織の充実・強化及び会員の把握 
（２）各委員会の充実 
（３）年次別同窓会活動の奨励 
（４）定期総会の充実・発展 
（５）入会歓迎（卒業記念品贈呈） 
（６）母校及び生徒への支援 
（７）母校及び学院との関係強化 
 

３．今期重点活動 

【執行部】 
（１）同窓会連合会との連携強化 
（２）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動の周知 
（３）支部活動の充実・発展 
 
【情報委員会】 
（１）会員情報の管理体制の確立及び更新の迅速化 
 
【母校連携委員会】 
（１）母校教職員及び後援会との連携強化 
（２）クラブ活動を中心とした在校生情報の収集と管理 
（３）同窓会による進路相談・進路講演活動の実現 

 
  



 
【広報委員会】 
（１）同窓会への参加促進のための同窓会報、ホームページの更なる充実 
（２）ホームページに掲載している「同窓会史」の充実 
（３）同窓会及び同窓生の活動の報道機関等への情報発信 
（４）一般財団法人 西南一粒の麦基金の活動についての情報発信 
 
【総会委員会】 
（１）若い世代の同窓会活動への参加促進 
 

４．中期活動目標 

【執行部】 
（１）若年同窓生の意識向上に向けた同窓会全体としての取り組み 
（２）同窓会連合会の一体感ある行事等の実現 
（３）同窓会事務の支援体制強化 
（４）同窓会活動を通じた地域との交流 
（５）同窓生顕彰制度の創設 
 
【情報委員会】 
（１）会員情報（同窓会名簿）管理システムの更新、運営方法の確立 
 
【母校連携委員会】 
（１）生徒会やクラブ活動を中心とした現役学生との交流 
（２）学年バッジ（３色）の復活 
 
【広報委員会】 
（１）母校のブランド力を高められるホームページの構築 
（２）総会当番学年の思いや活動をホームページに掲載する等、他の委員 

会と連携し、同窓会活動の情報発信を強化 
 
【総会委員会】 
（１）チケット販売の多様化の確立 
 



一般会計
（収入の部） （単位：円）

科目
2019年度
決算額

2020年度
予算額

差異 備考

会費（2021年卒） 13,530,000 12,870,000 ▲ 660,000 2021年3月卒業予定数 429名

会費（他学年卒） 90,000 0 ▲ 90,000

総会収入 12,818,000 13,360,000 542,000 　

雑収入 87 0 ▲ 87 預金利息

賛助会繰入 0 0 0

前期繰越金 11,811,533 14,813,703 3,002,170

合計 38,249,620 41,043,703 2,794,083

（支出の部）

科目
2019年度
決算額

2020年度
予算額

差異 備考

会議費 807,190 850,000 42,810 理事会・評議員会・執行部会

委員会活動費 820,216 1,000,000 179,784 選考委員会・執行部及び総務活動費含む

連合会・学院対応活動費 275,000 300,000 25,000

支部活動費 500,000 500,000 0 関西支部・関東支部各25万円

年次会奨励金 280,000 300,000 20,000 年次会等実施時の郵送代補助

分担金 1,000,000 1,000,000 0 事務局（90万円）・連合会（10万円）

通信費 233,338 250,000 16,662 切手・往復ハガキ等

交通費 583,200 650,000 66,800 支部総会出席交通費等

印刷費 11,448 20,000 8,552

消耗品費及び雑費 0 10,000 10,000

手数料 12,594 15,000 2,406 振込手数料

役員顕彰弔慰金 0 80,000 80,000

同窓会総会関連経費 12,548,343 13,360,000 811,657

新卒者チケット負担金 63,000 100,000 37,000 新卒者チケット負担（関東・関西）

若年層発掘経費 45,780 100,000 54,220 　

生徒活動支援金 300,000 300,000 0

クラブ活動支援金 1,110,000 1,200,000 90,000

入会歓迎費 270,000 350,000 80,000 2021年3月卒業生記念品

広報費 226,048 300,000 73,952 高校文化祭・スポーツフェスタ

会報費 1,800,000 1,800,000 0

ＩＴ関連経費 300,000 300,000 0 同窓会ホームページ関連経費

財団へ寄付 2,000,000 2,000,000 0 　

連合会分担金 195,360 1,000,000 804,640 名簿システム準備金・三同窓会分担金等

予備費 54,400 300,000 245,600

支出合計 23,435,917 26,085,000 2,649,083

次期繰越金 14,813,703 14,958,703 145,000

合計 38,249,620 41,043,703 2,794,083

2020年度　収支予算書（2020年4月1日～2021年3月31日）



☆：委員長
★：副委員長

　 中野　雅之 昭和
62年

　 佐藤　亮太 平成
10年

　 植木　秀樹 昭和
63年

　 川口　二郎 昭和
56年

　 福澤　　久 平成
09年

　 奥村　智 昭和
57年

　 青柳　瑠美 平成
10年

 ★田中　哲也 昭和
55年

　 庄野 耕太郎 平成
06年

 ★坂田　博紀 平成
01年

　 杉山　英治 平成
08年

　梅津 太一郎 平成
10年

 ☆髙橋　浩一 昭和
59年

　 野口　健三 平成
04年

関西支部長【理事】 　髙橋　浩一 昭和
59年

　松村　　聡 平成
07年 総会委員会

鹿島　基史 平成
02年 　髙橋　　仁 平成

01年

昭和
59年 総　務　 　 日下部　肇 昭和

59年
　加賀田 真一郎 昭和

55年
　坂東　浩明 平成

02年

　 乙藤　計造 昭和
53年

　 大町　佳子 平成
09年

関東支部長【理事】
　 長友　伸二 昭和

56年
　 島中　　瞳 平成

11年髙橋　幸平

昭和
62年林田　浩明 昭和

58年  ★松村　　聡 平成
07年

　 白谷　卓也 平成
03年

監　事

山下　幸典 昭和
57年 副会長 情報委員会

立石　智昭 昭和
57年

 ☆中田　篤志 平成
03年

　 吉田　隆治

　 小林　桃子 平成
21年平畑　雅博 昭和

56年 　 井手　孝行 平成
07年

顧　問 　 岩切　　直 平成
01年

　 西村　　淳 平成
18年

張　　光陽 昭和
53年

副会長
　 瓜生　和也 平成

04年

平成
02年

　 古賀　一生 平成
08年

 ★中村　誠吾 平成
06年

　 井手　なぎ 平成
18年

相談役
津田　敏道 昭和

58年副会長 母校連携委員会
河津　善博 昭和

47年 長澤　正信 昭和
48年

 ☆坂東　浩明

柴田　宗樹 昭和
44年 常務理事

　 柳　　軍次 昭和
61年吉田　忠司 昭和

54年

平成
11年江副　裕紀 昭和

54年
川崎　俊雄 昭和

55年副会長
　 波左間 達郎 昭和

61年
　 中満　史奈 平成

17年

昭和
62年

 ★織田　洋輔 平成
01年

　 青木　栄作 平成
05年

会　長 専務理事
　 中山　真一 昭和

57年
　 木須　敏範

 2020年度　西南学院高等学校同窓会　組織図

執 行 部

副会長 広報委員会

大﨑　完治 昭和
40年

 ☆森島　　弘 昭和
62年

　 大神　善通



 
（一財）西南一粒の麦基金 

西南一粒の麦基金の最近の活動状況 
 

１．無料英語教室「西南一粒の麦 English Academy」 
（１）初の修了式を開催 

３月 17日（火）に 3 年間（1期生は 3 年半）の受講を終えた１、２期生子ども達 11 名に対
し、English Academy として初めての修了式を開催し修了証書を授与しました。当日は新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
出席者を限定し、簡略化、時間短縮等の防
止対策を講じたうえで実施しました。 

（２）第５期生の募集 
２月に第５期生の募集を行いました。22名
の応募があり、抽選により 16 名の子ども
達が新たに受講生となりました。 

（３）今後の予定 
本来であれば、4 月 7 日（火）オリエンテ
ーション・開講式、14日（火）からの開講
を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、4 月いっぱいを休
講としました。今のところ 5 月 12 日（火）からの開講を予定していますが、状況によりさ
らに開講延期もありえます。 

 
２．日本・イスラエル・パレスチナ学生会議 
（１）福岡での開催の決定 

活動を支援し、昨年より相談を受けていたこの会議の福岡での開催について、3月18日（水）
にこの会議の正副代表の学生 3 名が来福され、財団として、西南学院との面談、施設見学等
の橋渡し役を務め、結果、8 月 21 日（金）～25日（火）に福岡市にて西南学院の施設を利
用して開催することが決定しました。財団として
も、開催に向け全面的に支援をしていくことを確
認しました。 

（２）高島福岡市長への表敬訪問 
また、翌 19 日（木）には、学生からの要望であ
った高島福岡市長への表敬訪問の仲介を行いま
した。高島市長は大学時代に「日本中東学生会議」
に参画されてあったこともあり、今回の福岡開催
へのご協力もいただけることとなりました。 

  



 
３．賛助会員の状況 

 昨年 4 月より募集しております賛助会員は、3 月末時点で個人会員 32名、団体会員 8法
人の入会をいただいており、財団活動の財政的基盤として大いに貢献いただいておりま
す。 

 しかしながら、活動を継続し、充実させていくにはさらなる会員の増加が求められます。
今後も会員数の増加に取り組んでまいります。ご支援、ご協力のほどよろしくお願いし
ます。 

 

４．第 25回ホークスカップ中学生軟式野球大会 
財団の支援活動のひとつであるこの大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年
の大会は中止となりました。 

 

５．サポーター登録制度の発足について 
 2019年度の事業計画の一つとして検討しておりました「サポーター登録制度」について、

3 月 26 日（木）に開催しました第 21 回理事会にて発足についての承認を得、登録募集
を開始いたしました。 

 この制度は、財団で取り組んでいる活動をサポートいただける以下の 2 種のサポーター
に自薦他薦を問わず登録していただき、活動の際に連絡させていただき、ご協力をお願
いするものです。 

 
①技能サポーター 
「里親家庭で暮らす子ども達応援事業」において、子ども達に日ごろ触れることが少ない
であろう様々な仕事や文化等の本物を見せる、体験させることのできる技能（料理、食品
や工芸品等の製造や加工、芸能など）をお持ちの方。 

②運営サポーター 
財団の各事業の取り組みを実施していくにあたって、その実施準備や実施当日の運営等を
ともに行っていただける方 
 

 登録にあたりましては、別紙「サポーター登録申込書」に必要事項をご記入のうえご提出
願います。なお、登録申込にあたっては、当面、西南学院高校の卒業生に限らせていただ
きます。 

  



 
一般財団法人西南一粒の麦基金 

サポーター登録申込書 
 

登録するサポーターの種別 （□に✓を入れてください） 

□技能サポーター 

技能の内容（子ども達に体験させられること） 
 

西南高校 昭・平・令   年卒 

□運営サポーター 西南高校 昭・平・令   年卒 

 

登録者 

氏 名（ふりがな）  

住 所 
〒 
 

連絡先 
（携帯電話）  

（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）  

特記事項 

※活動可能日や参加するにあたっての条件等あれば記入してください 

 

※この個人情報は、当財団活動に関する連絡以外には使用しません。 
 
お申込みは FAX にてお願いいたします。   

一般財団法人 西南一粒の麦基金事務局  FAX：092-525-2802    
お問い合わせ TEL：092-525-2815 


